
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 3日（体験１日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

本日、九州は福岡県の糸島市から参りました。 

午後２時過ぎに、新千歳空港に到着。 

空港の外に出ると、やや肌寒い。 

福岡では、蒸し暑い中クーラーをガンガンにつけて、準備に取り掛かったのがウソのよ

う。 

レンタカーを借り、いざ北広島に。 

市役所は建てかえられており、内部はとても明るいロビーや、フロア全体を見渡せられ

る各部署。 

大変立派な市役所と、企画課の担当者の方が出迎えてくださいました。 

おためし体験住宅に到着したのは、すでに午後 5時前。 

簡単な説明を受け、今日はクタクタのため、夕食は近所のお寿司屋さんからの出前で済

ませました。 

さあ、明日から張り切って探索するつもりです。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月４日（体験２日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は、過去のおためし移住体験者からも報告のあった、近くのスーパーであるマック

スバリュー、東光、コープをはしご。 

住宅はだいたいの備品はそろっていますが、１ヶ月のステイになるので細かいものを購

入。 

午後は、また体験者お勧めの「竹山高原温泉」に疲れを取りに行きました。 

おためし移住宅から車で約１５分。 

コーヒー色したアルカリ単純泉。 

つるつるした泉質、温度も丁度良く、最高！ 

この時代、インターネットで情報を集め、グーグルマップで場所を確認すれば、殆ど迷

うことなく目的地に行くことができ、本当に便利な世の中になりました。 

今日は、滞在２９日分の２日目です。 

あと残り２７日、限られた日々を大切に過ごしていきたいと思います。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月５日（体験３日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は２０数年前に行った「札幌羊ケ丘展望台」に行ってきました。 

あの頃は入場料無料でしたが、今は大人 520 円。 

年間パスポートは 1000円。 

道民の憩いのオアシスなので、パスポートは安価に設定してあるのでしょう。 

クラーク博士の像が、気持ちよさそうに立っており、その前には石原裕次郎と日本ハム

の選手の手形モニュメントがありました。 

その後、札幌市内に行き、所用を済ませ、我が家に帰着。 

所要時間は、約１時間。 

北広島は、ベッドタウンにピッタリだと思います。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月６日（体験４日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

新品の自転車に乗り、今朝は輪厚川までサイクリング。 

自宅より約１０分北上すると、西洋タンポポが土手を埋めていました。 

写真ではよく見えませんが、のどかな風景がホッとさせてくれました。 

ぐるっと次の橋まで行き、Ｕターン。 

すると、土日限定で地元の新鮮野菜販売のお店を発見。 

午後はノースジャンボゴルフ練習場に。（おためし住宅から約１０分） 

だだっぴろい練習場で、どこに打ってもネットまで届きませんでした。 

北広島も２９℃以上あったので、到着日とのギャップがあり、暑さで今日は疲れました。 

 

 

【輪厚川の辺】      【新鮮な野菜直売所】   【ノースジャンボゴルフ場】 

     



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月７日（体験５日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

福岡出発前に予約していた、北広島ゴルフ倶楽部へ。 

おためし住宅から車で、約１０分。 

なんて気軽に行ける距離でしょうか。（北広島クラッセホテルも同敷地） 

先の体験者が言われた通り、手入れの行き届いた素晴らしいコース！ 

だた、今日の北広島は３０℃を超える真夏日。 

あがり３H は少々バテ気味でしたが、キタキツネとエゾリスが近くまで遊びに来てくれ

感激！  

福岡で出てくる野生動物と言えば、せいぜい「近寄るな！マムシ出没」の立て看板があ

るくらいです。   

夕食は、北広島駅前に目立たなく佇む「南インド スープカレー 天竺」へ。 

マスターオススメの「マハラジャカレー」を注文。 

具沢山でお腹いっぱいになり、ラッシーも美味しかったです。 

わざわざ札幌の有名スープカレー店に行かなくても、大満足な夕食でした。  

 

 

【北広島ゴルフ倶楽部】    【遠くにキツネが！】   【天竺のスープカレー】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月８日（体験６日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

ガイドブックに載っていた「ファームレストラン ハーベスト」に行ってきました。 

住所が長沼町とのことで、かなり遠いかな・・と思いましたが、おためし住宅からわず

か２０分。 

そこはアップルパイで有名らしく、１１時に行ったにもかかわらず、ほぼ完売。 

午後にはまた焼きあがるみたいで、地元民にも大人気らしい。 

パイはサクサクが定番ですが、このパイは生地がもっちりしていて大変美味。 

また、地産市場でブロッコリー種の「ロマネスコ」を購入。 

写真UPしていますが、ブロッコリーの貴婦人のようでした。 

味もクセがなく美味しかったですよ！ 

 

                                                   

【ファームレストラン ハーベスト】   【アップルパイ】         【ロマネスコ】 

     



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 9日（体験７日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

セガサミーカップゴルフトーナメント観戦へ。 

会場のザ・ノースカントリーゴルフクラブは、おためし住宅から３５分程度。 

どこに行くのもアクセスがいいです。 

最終日なので、渋滞しているかと思ったが、駐車場にもすんなり入ることができ、ゆっ

くり観戦できました。 

応援していた今平選手は、残念ながら１８H 池ポチャ。 

来月は当方地元のKBC オーガスタゴルフトーナメント「芥屋ゴルフ倶楽部」に、石川遼

選手が来ます。 

楽しみです。 

 

 

【快晴のゴルフ観戦】 

           



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 10日（体験 8日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

７月に３日連続の３１℃を超える真夏日になるのは、125年ぶりとのこと。 

いや～、本当に暑かったです。 

出身地より暑いのには少々ショックでしたが、さすがに夜は少し涼しくなりホッとしま

した。 

今日はこの暑い中、野幌森林公園に行き、北海道開拓の村を見学。 

そのあと、森林浴をしながら野幌森林公園の瑞穂池までウォーキング。 

野幌森林公園は、2000ヘクタールもある広大な敷地のため移動も大変。 

正直、瑞穂池は何にもないところでしたが、写真を撮りに来ていた地元の方と開拓時代

の話で盛り上がり、とうとう北海道大学内の博物館まで行くことに。 

楽しい一日でした。 

 

 

【北海道開拓の村】          【北海道大学キャンパス内】 

       



             【野幌森林公園 瑞穂池】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1１日（体験９日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

昨日、福岡からゴルフ仲間５人が訪ねて来てくれました。 

先月、この仲間と（白洲次郎が愛した）軽井沢倶楽部にゴルフ旅行したばかりでしたが、

また北海道のゴルフを楽しみにしていたとのこと。 

みんな、いつまでもゴルフを楽しむ為に健康管理に留意しているのが、元気の秘訣らし

い。 

今日は、札幌リージェントゴルフ・トムソンコースでプレー。 

奇遇にも、このコースを監修したピータートムソン氏の息子さんが、福岡の自宅近くに

在住のため、彼の父親がどんなコースを造ったのか興味がありました。 

大変手入れの行き届いたいいコースで、料金もリーズナブル。 

特に、グリーンのピッチマーク修復専門のスタッフが登場したのにはビックリ！ 

夜は、宿泊ホテル近くの千歳で大宴会。 

空港→千歳→北広島の道路もわかりやすく、当方も案内し易かったです。 

 

 

【札幌リージェントゴルフ】            【レストラン内】 

           



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1２日（体験１０日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は、美瑛・富良野にゴルフ仲間を連れて観光。 

「青い池→四季彩の丘→新栄の丘→ファーム富田→カンパーナ六花亭」の日帰りバスツ

アー並みのコースを案内。 

どこも外国人の割合が多く、日本語はなかなか聞けないほど。 

それほど北海道は、人気のスポットなのだと再認識しました。 

六花亭で、みんなお土産をごっそり買って発送。 

特に女性には、六花亭の美しい包装紙＝北海道と思えるほどで、もらって喜ばれること

間違いないらしいです。 

総走行距離 約３５０ｋｍでした。 

 

 

【美瑛・新栄の丘】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 13日（体験１１日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

福岡からの仲間が今日帰福。 

みんな「楽しかった！」と上機嫌で帰ってくれ、当方も一安心。 

なにしろ、空港まで３５分程度なので、見送りも気軽に行けます。 

その後、いささか疲れた体の手入れのため温泉へ行きました。 

できるだけ、買い物も食事も北広島市でしようと決めており、スマホで検索。 

北広島市西の里にある源泉 100％かけ流しの「森のゆ」に決定。 

九州人は源泉かけ流しに弱い。 

パークゴルフ場が併設されており、お客さんも多かったです。 

入浴と食事込みで 1200円とリーズナブル。 

帰りに大曲の三井アウトレットパーク札幌北広島へ。 

福岡にもアウトレットは多いが、ここはショップがロの字の動線になっているので、 

大変回りやすかったです。 

Ｔシャツやサンダルを購入しました。 

 

 

【北広島市の温泉施設～森のゆ】  

   

 

 

 



        【三井アウトレットモール札幌北広島】 

        



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1４日（体験１２日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

早起きして開拓記念公園までウォーキング。（おためし住宅から１０分程度） 

私も広島県広島市出身人として、北広島と広島市の縁を知りたいと思っていました。 

公園は大変綺麗に整備され、手入れが行き届いています。 

北広島市民の方が、どれだけこの公園を大切にされているかを感じました。 

公園の中央には「廣島村この地にはじまる」と言う当時文部大臣だった灘尾弘吉氏書の

モニュメントがあり、胸が熱くなる思いに。 

灘尾弘吉氏は、政治家としても立派な人物であったと記憶しております。 

裏面には、約 140 年前、広島の人々が入植した経緯もかかれており、この地でどれほど

のご苦労があっただろうかと想像を絶する心境に。 

広島県人だけではなく、日本各地から開拓に入植され、今日の北海道があることを胸に

刻みました。 

本日、帯広は日本で最高気温でしたが、北広島市はそれほどでもなかったです。 

 

 

【開拓記念公園のモニュメント】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1５日（体験１３日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日でステイ１３日目。 

毎日毎日出歩かないと損するか如く外出。 

今日も、札幌にある北海道大学植物園に行ってきました。 

博物館に展示されている巨大熊、エゾオオカミ、南極で従事した犬のタロー等の剥製に

見入りました。 

タロー君は、帰国後もこの植物園で幸せな余生を送ったと知り嬉しくなりました。 

その後、友人おすすめの「円山ぱんけーき」に行き、プチ誕生日祝い。 

帰りは羊ケ丘通りを通って帰ったが、国道１２号利用とほぼ同じ４５分。 

北広島駅西側広場では丁度「北の酒まつり」が開催され、広島のお酒と北海道のお酒の

店や飲食店がたくさん並び、市民も大変楽しそうに参加されていました。 

 

 

【北海道大学植物園の建物】       【博物館内の熊の剥製】 

      

  



   【博物館内～オオカミの剥製】     【美味しそうなパンケーキ】 

     

 

           【賑わいをみせる「北の酒まつり」会場】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1６日（体験１４日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は、日帰りバスツアーに参加。 

7 時１０分の電車で札幌まで行きました。 

列車が遅れたので３０分くらいかかりました。 

北海道は結構遅延があるようなので、気を付けておきたいです。 

ツアーの行程は、余市さくらんぼ狩り→きのこ天国（椎茸の詰め放題）→ニセコビレッ

ジ（昼食・入浴）→高橋牧場（ソフトクリーム付き）→京極ふきだし公園（湧き水汲み）  

雨上がりの羊蹄山の美しさに感動！ 

また、マイナーな観光地だが、京極ふきだし公園での湧き水はマイナスイオンが充満で

ビックリ！ 

個人でニセコまで行くのは大変ですが、こんなに大変充実した内容のツアーを利用する

と楽で楽しいです。 

帰りは北広島駅前でみそラーメンを食べて帰りました。 

美味しかった！ 

 

 

【仁木町～さくらんぼ狩り】     【京極～ふきだし公園】 

      



【ニセコビレッジ】 

  

 

【雨上がりの羊蹄山】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1７日（体験１５日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

移住し始めて２週間が過ぎました。 

最初は、ゴミの仕分けのややこしいのに閉口しましたが、「ゴミ仕分け」にも「地理」「道

路網」にも随分慣れてきました。 

慣れてきて再認識したのは、やはり北広島市はどこに行くのにもアクセスがいいという

ことです。 

九州から友人等が来ても、すぐ空港まで迎えに行けるし、たまには賑やかな札幌にも躊

躇なく行けます。 

高速道路インターにも近いので、遠出も苦になりません。 

日高に住む友人が、新千歳空港まで行くのに片道４時間かかると言っていたことを思い

出すと、なるほどそれは大変だな、と北広島市の地の利を痛感しました。 

当方は、一年の半分ぐらいを北海道にとプチ移住を考えているのですが、このおためし

移住が大変参考になりそうです。 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1８日（体験１６日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

昨日は休息の日だったので、今日は新千歳空港の南にある「早来カントリー倶楽部」へ

ゴルフをしに行きました。 

一般道を通っても、約１時間。 

ここは、道内で１番の予約数があるゴルフ場と聞きました。 

今日は、先週とは打って変わって、気温１９度。 

肌寒く、長袖が必須。 

先週、九州からゴルフ仲間御一行が来たときは、連続真夏日の真っ只中、みんな「こげ

ん暑かとは、北海道じゃあなか！」とある意味期待はずれの天気だったので、こんな日に

ゴルフをしてもらいたかったなぁ、と内心。 

手入れの行き届いたコースを回るのは、気分爽快！ 

リーズナブルで、お財布にも優しいコースでした。 

 

 

【早北カントリークラブでのナイスショット！】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月 1９日（体験１７日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

散歩方々、ゆっくり坂を上って、初めて駅前の北広島市図書館へ行った。 

郷土史コーナーで「廣島村の歴史」の本を借りたのだが、係の人も「あっ、おためし体

験住宅の方なんですね！」と、何度かおためし住宅体験者に対応されたようで、快く手続

きをしてもらいました。 

２階には、飲食スペースや DVD・CD のブースもありました。 

人口約６万の北広島市に、こんな立派な図書館があることにビックリ。 

我が町は１０万人だが、お恥ずかしいくらいの図書館しかありません。 

図書館に力を入れる行政は評価が高く、市民も誇りだと思います。 

図書ボランティアも、力が入ることでしょう。 

 

 

【立派な北広島市図書館の外観】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２０日（体験１８日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

千歳空港カントリークラブにてゴルフ。 

ゴルフ練習場にあった雑誌に「お得クーポン」がついており、大変リーズナブルな料金

でした。 

高速を使って、おためし住宅から４５分と道のりも簡単。 

沖縄のカヌチャリゾートゴルフと縁があるようで、館内のショップにはシーサーが飾っ

てありました。 

今日も大変涼しく、またカート乗り入れのコースだったので、心臓の悪い私も楽々プレ

ー。 

こちらに来て５度目のゴルフでしたが、当方の住むゴルフ場と違って、午前か午後のス

ルーなので、終了後サッサと帰り、レストランを利用する人が少ない気がします。 

コースは「はくちょう」「せきれい」「おしどり」の 27H。 

なかなか戦略的なコースでした。 

 

 

【ショップに飾られたシーサー】     【カート乗り入れＯＫなコース】 

         



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２１日（体験１９日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は恵庭市にある温泉「ラ・フォーレ」に行ってみました。 

おためし住宅から約２５分。 

住宅街の中にあるのですが、天然温泉とのことでたくさんのお客さんで賑わっていまし

た。 

今まで行った温泉は、どこもコーヒー色のお肌つるつる成分。 

疲れをとったあとの帰り道、新千歳空港空港→北広島までの間、国道３６号沿いにある

「道の駅・花ロードえにわ」へ。 

レストランで食事をしながら、美しいイングリッシュガーデンが眺められます。 

隣接する直売所「かのな」では、新鮮な野菜や果物を沢山の人が求めていました。 

当方も、珍しい野菜「紫色の水菜」や「フェンネル」、富良野特産の黒スイカを購入。 

※フェンネルは魚料理の臭い消しと説明あり。 

北広島にも道の駅があったらいいな、と思いました。 

 

 

【紫色の水菜】         【珍しい野菜～フィンネル】 

        



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２２日（体験２０日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

道の駅巡り第二弾。 

長沼町「マオイの丘公園」に行きました。 

ここから車で約２０分。 

観光バスや陸上自衛隊の車もたくさん停まっており、休憩地点らしいです。 

「花ロード・えにわ」同様、生鮮品を扱う店がズラリ並んでおり、夕張・富良野・岩見

沢と各地のメロンが今の旬！ 

夕方から「さっぽろ夏まつり」に行きました。 

北広島→新札幌(地下鉄東西線)→大通。 

短い夏を精一杯楽しむかのように、ビアガーデンも狸小路もたくさんの人で賑わってい

ました。 

どこに行くのも、本当に北広島は便利です。 

 

 

【長沼町～マオイの丘公園】 

  

 

 

 



          【さっぽろ夏まつり～ビアガーデン】 

  

 

【狸小路商店街】 

           



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２３日（体験２１日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

早起きをしてエルフィンロードをサイクリング。 

北広島から上野幌まで続く約８キロの道のりで、私達は「水辺の広場」まで約３キロに

チャレンジ。 

人と自転車の道がはっきりと分かれており、安全に走れ、大きな起伏もなく、気持ちの

良い２時間でした。 

自分の町にもこんなサイクリングロードがあるといいなぁ、と羨ましく思いました。 

 

 

【エルフィンロードをサイクリング】 

  

【整備された輪厚川】 

        

 



                【水辺の広場】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２４日（体験２２日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

ゴールド札幌カントリークラブにてゴルフプレー。 

おためし住宅から 25分と楽々。 

30 分圏内で行けるゴルフ場が 10 ヵ所近くあるのが、ゴルフ好きには何よりも嬉しく、

どこも素晴らしいゴルフ場でした。 

ここ２週間ぐらい、最高気温 27～8 度と爽やかな天気が続き、こんな天気だと何をする

にも気持ちがいいです。 

午前のスループレーで、午後は家に帰り一眠り。 

だんだんと北海道パターンになってきました。 

 

 

 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２５日（体験２３日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は北広島乗馬クラブに行き、ビジターで１鞍乗せてもらいました。 

久し振りの乗馬でしたが、馬のバンビーノ君もいい子で、指導員の金田さんも初対面な

のに明るくおしゃべりして下さり楽しい４０分でした。 

福岡では、片道１時間かかって大変でしたが、ここからは約５分で行けるので、乗馬が

好きな人にはグー！ 

ゴルフ場や温泉も近くに沢山あるし、またまた北広島推薦大！ 

 

 

【北広島乗馬クラブ】 

  

             【楽しい乗馬】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２６日（体験２４日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

ステイ最後のプレーに選んだのは、北海道最古の「小樽カントリー倶楽部旧コース」 

スコットランドの St.アンドリュースに似たリンクスコース。 

９H の折り返しだが、432 ヤードパー４もあり、私には難関コース。 

ただフラットでカート乗り入れだったので、楽々ではありました。 

澄み渡った空とコースが一枚の絵如く美しい。 

すでに秋の雲のように流れていました。 

 

 

【小樽カントリー倶楽部旧コース】 

  

【美しい景色】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２７日（体験２５日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は、おためし住宅周りの草刈りに業者の方が見えるとの連絡があり待機。 

お昼過ぎにシルバー人材センターの方が９人も作業に来られ、アッと言う間に草ボウボ

ウの家周りがスッキリ！ 

北広島のシルバーさんはチームワークがよく、手際がいいです。 

庭の真ん中に白いハマナスが出現していてビックリ！ 

１ヶ月近く住んでいて初めて拝見できました。 

赤いハマナスはよく見かけるが、白色は珍しいです。 

夜は、噂に聞いた某回転寿司の豊平店に行きました。 

回転寿司とは思えない質のいいネタで大満足。 

 

 

【美味しい回転寿司の店内】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２８日（体験２６日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

支笏湖へ足を延ばしてみました。 

道道 16 号線に入り、まっすぐで眠くなるような道を延々と走ると、ビジターセンター

がある賑やかなエリアに到着。 

生憎の雨模様で、湖畔は靄がかかっていましたが、向こうに見える恵庭岳の山並みが美

しかったです。 

晴れた日なら、道道 117 号線沿いの滝をみながらの経路もいいかもしれません。 

北広島市から約 1 時間 20 分。 

帰りは休暇村支笏湖に立ち寄り湯。 

ここもつるつるすべすべ美肌の湯でした。 

 

 

【支笏湖から見える風不死岳】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月２９日（体験２７日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は念願の「ハスカップ狩り」を体験。 

有名な美瑛のハスカップ農園まではちょっと遠すぎるし、恵庭市のハスカップ狩りは終

了だし、と諦めていたところ、長沼町の「ハスカップ狩り」の看板発見！ 

ここから約１５分。 

何て近いの！と嬉しくなりました。 

受付の男性が「ハスカップの収穫は６月下旬～７月中旬。今はブルーベリーだよ」と教

えてくれました。 

もう時期を過ぎたハスカップでしたが、それでも 650ｇも獲れ、楽しい経験をしました。 

家に持ち帰り、早速ハスカップジャムを作りました。 

もちろんハスカップ 100％無添加。 

嬉しい作品です。 

 

 

【ハスカップ狩りの受付】 

 

 

 

 



 【ハスカップの木】 

  

 

【沢山取れたハスカップの実】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月３０日（体験２８日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

今日は日帰りバスツアー「十勝ガーデン街道」に申し込んでいたのだが、参加人数不足

で催行不可になってしまいガッカリ。 

しかし、「折角時間ができたのだから、旧島松駅逓所に行ってみよう！」と車を走らせま

した。 

おためし住宅から約 20分。 

そこは北海道の地に稲作を普及させた「中山久蔵」が暮らした駅逓所がひっそりと佇ん

でおりました。 

また、明治 10 年 4 月、クラーク博士がここから帰国の途についたそうです。 

かの有名な「ボーイズ ビー アンビシャス！」はここで学生に申し伝えられました。 

隠れた名所であり、もっと広く知らしめるべき地だと思うのですが…。 

なぜ今日、羊ケ丘公園にクラーク博士の銅像があるのかが不思議です。 

 

 

【旧島松駅低所】 

 

 

 

 



     【中山久蔵の碑】          【クラーク博士訣別地】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年７月３１日（体験２９日目） 

報告者 鶴川さん（福岡県） 

 

さぁ、今日で退去です。 

当初は「暮らすように過ごす」をテーマにしたつもりでしたが、毎日毎日ほとんど出歩

き、「暮らすように…」にはほど遠い 29 日間でした。 

やはり、期限があるので「ここもあそこにも行かなきゃ！」と欲がでたのでしょう。 

ただ、北広島市は東西南北どこに行くのもアクセスがよいので、当方もフットワークが

良くなったような気がします。 

完全移住は無理だと思うが、シーズンステイを考えることができたおためし移住体験で

した。 

また、人も良く、嫌な思いをすることも一度もなかったことが嬉しいです。 

有り難うございました。 
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